
3100111月6日 晴 良 （3阪神5） 第1日 第1競走 1，800�2歳未勝利
発走10時10分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：50．9
1：50．9

不良
不良

44 ヘラルドバローズ 牡2鹿 55 浜中 俊猪熊 広次氏 寺島 良 新ひだか 服部 牧場 480± 01：54．7 1．2�
78 マイネルシュラーク 牡2鹿 55 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新冠 富本 茂喜 480＋ 21：56．08 13．2�
810 イーサンアイ 牡2黒鹿55 古川 吉洋国本 勇氏 昆 貢 新冠 高瀬牧場 448＋ 41：56．1クビ 12．8�
22 マ ー テ ン 牡2青鹿55 荻野 琢真鈴木 義孝氏 大久保龍志 新ひだか 前田ファーム 482－121：56．2� 130．9�
33 アダマスミノル 牡2鹿 55 藤岡 康太吉岡 實氏 北出 成人 浦河 金成吉田牧場 500－ 61：56．51� 106．6�
67 クリノヴィーナス 牝2芦 54 岩田 望来栗本 博晴氏 橋田 満 様似 堀 弘康 476－ 61：57．35 41．8	
11 ヴァラダムドラー 牝2鹿 54 松山 弘平 
サンデーレーシング 松下 武士 安平 ノーザンファーム 534± 01：58．04 7．0�
79 ブレイヴルーラー 牡2鹿 55 水口 優也 �京都ホースレーシング 羽月 友彦 新ひだか タツヤファーム 506＋ 21：58．1� 24．0�
55 ウイングスオブラヴ 牡2鹿 55 秋山真一郎太田珠々子氏 武 幸四郎 新ひだか 藤原牧場 462－ 41：58．31 60．2
66 タマモワカムシャ 牡2鹿 55

52 ▲服部 寿希タマモ� 五十嵐忠男 新冠 守矢牧場 B466－ 2 〃 クビ 70．7�
811 ヨシノエトワール 牝2黒鹿54 国分 優作清水 義德氏 吉田 直弘 新冠 村上 欽哉 488－ 21：59．57 71．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 31，928，600円 複勝： 136，029，600円 枠連： 7，979，500円
馬連： 41，713，900円 馬単： 34，335，800円 ワイド： 40，529，800円
3連複： 72，930，500円 3連単： 136，803，700円 計： 502，251，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 100円 � 140円 � 130円 枠 連（4－7） 310円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 570円

ワ イ ド �� 200円 �� 180円 �� 490円

3 連 複 ��� 650円 3 連 単 ��� 1，920円

票 数

単勝票数 計 319286 的中 � 205128（1番人気）
複勝票数 計1360296 的中 � 1082073（1番人気）� 59792（3番人気）� 73174（2番人気）
枠連票数 計 79795 的中 （4－7） 19452（1番人気）
馬連票数 計 417139 的中 �� 65177（3番人気）
馬単票数 計 343358 的中 �� 44683（3番人気）
ワイド票数 計 405298 的中 �� 56103（3番人気）�� 66618（1番人気）�� 16351（5番人気）
3連複票数 計 729305 的中 ��� 83911（1番人気）
3連単票数 計1368037 的中 ��� 51644（5番人気）

ハロンタイム 12．8―10．9―13．1―12．9―12．7―12．8―13．0―13．2―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．7―36．8―49．7―1：02．4―1：15．2―1：28．2―1：41．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．3―3F39．5
1
3
・（4，6）－（3，5，9）（8，11）（2，1，10）－7・（4，3）（8，6）1（2，5）9，10（7，11）

2
4
4，6（3，5）（8，9）（2，1，11）10，7・（4，3）－8－1，6（7，2，10）5，9＝11

勝馬の
紹 介

ヘラルドバローズ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 Arch デビュー 2021．9．12 中京2着

2019．4．23生 牡2鹿 母 ホワットアスポット 母母 Eversmile 3戦1勝 賞金 9，900，000円
※ヨシノエトワール号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

3100211月6日 晴 良 （3阪神5） 第1日 第2競走 1，200�2歳未勝利
発走10時40分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：11．0
1：10．2

良
不良

44 グッドグロウス 牡2鹿 55 国分 恭介宮川 純造氏 加用 正 新ひだか カタオカフアーム 456＋ 81：13．2 8．1�
79 メイショウツガミネ 牡2芦 55

54 ☆泉谷 楓真松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 460－ 21：14．47 6．9�
66 メイショウナラシバ 牡2鹿 55

52 ▲小沢 大仁松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 上村 清志 428－ 61：14．61 4．9�
811 スズカワールド 牡2黒鹿55 幸 英明永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 辻 牧場 504± 01：14．81� 4．8�
78 レッドベスティア 牡2栗 55 横山 典弘 �東京ホースレーシング 昆 貢 浦河 谷川牧場 434± 0 〃 ハナ 6．8�
55 ト リ ブ ー ト 牡2黒鹿55 太宰 啓介寺田 寿男氏 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 492＋ 41：14．9� 66．4	
67 フ ジ タ 牡2鹿 55 岩田 望来 J．ウー氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 498＋ 81：15．22 3．4

11 キーマーキュリー 牡2鹿 55 古川 吉洋北前孔一郎氏 川村 禎彦 浦河 栄進牧場 B476＋ 41：15．94 308．6�
33 アキノポエム 牝2黒鹿54 長岡 禎仁徳山 彰俊氏 清水 久詞 新冠 三村 卓也 446＋ 41：16．21� 33．6�
810 ビービーピーカブー 牡2栗 55 松田 大作坂東牧場 千田 輝彦 安平 ノーザンファーム 468± 01：16．83� 56．6�
22 テイケイレジーナ 牝2鹿 54 田中 健兼松 忠男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 450－101：19．8大差 104．6�
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売 得 金
単勝： 34，071，700円 複勝： 39，529，300円 枠連： 7，582，700円
馬連： 45，616，700円 馬単： 23，020，800円 ワイド： 36，480，400円
3連複： 63，805，200円 3連単： 84，734，000円 計： 334，840，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 180円 � 170円 � 150円 枠 連（4－7） 1，230円

馬 連 �� 2，170円 馬 単 �� 4，290円

ワ イ ド �� 660円 �� 560円 �� 290円

3 連 複 ��� 2，510円 3 連 単 ��� 16，940円

票 数

単勝票数 計 340717 的中 � 35160（6番人気）
複勝票数 計 395293 的中 � 50873（5番人気）� 60148（4番人気）� 76497（1番人気）
枠連票数 計 75827 的中 （4－7） 4760（6番人気）
馬連票数 計 456167 的中 �� 16257（14番人気）
馬単票数 計 230208 的中 �� 4018（28番人気）
ワイド票数 計 364804 的中 �� 13185（13番人気）�� 16081（10番人気）�� 35064（1番人気）
3連複票数 計 638052 的中 ��� 19027（14番人気）
3連単票数 計 847340 的中 ��� 3626（88番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―11．9―12．3―12．0―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―24．0―35．9―48．2―1：00．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．2―3F37．3
3 4，5（3，9）（2，10）（1，6）（8，7）11 4 4，5（3，9）（1，10）2（8，6，7）11

勝馬の
紹 介

グッドグロウス �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2021．7．4 小倉2着

2019．4．21生 牡2鹿 母 インファクト 母母 ゴーンクレージー 5戦1勝 賞金 9，970，000円
〔発走状況〕 ビービーピーカブー号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイケイレジーナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年12月6日まで平地競

走に出走できない。

第５回 阪神競馬 第１日
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気



3100311月6日 晴 良 （3阪神5） 第1日 第3競走 ��1，600�2歳未勝利
発走11時10分 （芝・右・外）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：32．3
1：32．3

良
良

24 トゥードジボン 牡2鹿 55 藤岡 佑介青山 洋一氏 四位 洋文 千歳 社台ファーム 472－ 41：34．3 5．7�
611 スピリットワールド 牡2鹿 55 武 豊ゴドルフィン 石橋 守 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 522＋ 2 〃 ハナ 18．7�
12 ポ ー カ ー 牡2黒鹿55 池添 謙一石川 達絵氏 上村 洋行 安平 ノーザンファーム 452＋ 41：34．72 12．9�
713 ラクスバラディー 牝2鹿 54 松山 弘平 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 496－ 81：34．91� 2．0�
612 グランドゴールド 牡2栗 55 国分 優作田畑 利彦氏 羽月 友彦 新ひだか 片岡 博 442＋ 21：35．0� 448．1�
817 グランスラムアスク 牝2鹿 54

50 ★古川 奈穂廣崎利洋HD	 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 464＋ 81：35．1� 21．5

11 デルマローレライ 牝2黒鹿54 松若 風馬浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 412± 01：35．52 23．6�
23 オ グ ロ 牡2栗 55 国分 恭介幅田 昌伸氏 加用 正 浦河 高昭牧場 450＋121：35．71� 208．5�
816 レ イ ビ ル 牡2鹿 55 藤岡 康太飯田 正剛氏 武 英智 新ひだか 千代田牧場 470＋ 2 〃 クビ 200．1
815 スリードレフォン 牡2鹿 55 古川 吉洋永井商事	 木原 一良 新ひだか グランド牧場 500± 01：35．8� 57．6�
59 ショウナンナージャ 牝2青鹿54 横山 典弘国本 哲秀氏 池添 兼雄 日高 中原牧場 444－ 81：36．01� 47．9�
35 ハマーフェイス 牡2鹿 55

52 ▲小沢 大仁 STレーシング 渡辺 薫彦 新ひだか チャンピオンズファーム 448＋ 4 〃 ハナ 347．0�
510 ウインチャチャ 牝2鹿 54

53 ☆泉谷 楓真	ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 442＋ 21：36．2� 370．8�
714 ナムラハルク 牡2鹿 55 酒井 学奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 日高 いとう牧場 498± 0 〃 クビ 193．0�
36 サザンステート 牡2黒鹿55 岩田 望来窪田 芳郎氏 松永 幹夫 平取 坂東牧場 464± 01：36．3クビ 4．3�
47 エ ン バ ー ス 牡2鹿 55 長岡 禎仁飯田 良枝氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 474± 0 〃 アタマ 246．5�
48 エムズジャガー 牡2黒鹿55 松田 大作柴田実千代氏 北出 成人 浦河 桑田牧場 472－121：36．61� 671．5�

（17頭）

売 得 金
単勝： 47，084，100円 複勝： 105，881，300円 枠連： 10，991，400円
馬連： 53，391，400円 馬単： 31，389，400円 ワイド： 49，468，100円
3連複： 81，401，600円 3連単： 109，550，600円 計： 489，157，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 390円 � 670円 � 520円 枠 連（2－6） 5，240円

馬 連 �� 5，500円 馬 単 �� 7，940円

ワ イ ド �� 1，350円 �� 760円 �� 1，490円

3 連 複 ��� 14，290円 3 連 単 ��� 69，420円

票 数

単勝票数 計 470841 的中 � 69029（3番人気）
複勝票数 計1058813 的中 � 76102（3番人気）� 40092（5番人気）� 53826（4番人気）
枠連票数 計 109914 的中 （2－6） 1624（15番人気）
馬連票数 計 533914 的中 �� 7511（16番人気）
馬単票数 計 313894 的中 �� 2962（25番人気）
ワイド票数 計 494681 的中 �� 9302（14番人気）�� 17358（8番人気）�� 8404（15番人気）
3連複票数 計 814016 的中 ��� 4271（35番人気）
3連単票数 計1095506 的中 ��� 1144（178番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．7―12．2―12．0―11．3―11．2―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．5―35．2―47．4―59．4―1：10．7―1：21．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F34．9
3 4，11（8，16，17）（3，9，15）（5，6）（1，13）（2，7，10，14）＝12 4 ・（4，11，16，17）（8，9，15）13（3，6）（1，10，14）（5，7，12）2
市場取引馬

勝馬の
紹 介

トゥードジボン �
�
父 イスラボニータ �

�
母父 Yesbyjimminy デビュー 2021．6．12 中京3着

2019．3．30生 牡2鹿 母 コ ッ パ 母母 Diplomatic Angel 3戦1勝 賞金 6，900，000円
〔発走状況〕 サザンステート号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 オグロ号の調教師加用正は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。

3100411月6日 晴 良 （3阪神5） 第1日 第4競走 ��2，000�2歳未勝利
発走11時40分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
2：00．4
1：58．9

良
良

22 フェーングロッテン 牡2鹿 55 松山 弘平 �サンデーレーシング 宮本 博 安平 ノーザンファーム 486＋ 62：01．9 1．7�
811 シエロフェイス 牡2黒鹿 55

51 ★古川 奈穂 STレーシング 矢作 芳人 新ひだか チャンピオンズファーム 430＋ 22：02．32� 8．5�
55 シ ャ ン バ ラ 牡2黒鹿55 武 豊�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 492＋ 22：02．93� 6．5�
44 フェニックスループ 牡2黒鹿55 池添 謙一 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム B450－ 42：03．42� 5．6�
812 カバロプレト 牡2青鹿55 秋山真一郎 �チャンピオンズファーム 坂口 智康 新ひだか チャンピオンズファーム 428＋ 82：03．5� 82．7	
33 トリフォリウム 牝2鹿 54 岩田 望来 �キャロットファーム 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 518± 02：03．81� 14．0

56 テイエムルーラー �2鹿 55 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 浦河 高昭牧場 436± 02：04．01� 518．6�
79 ソルトグリーン 牡2鹿 55 松田 大作杉浦 敏夫氏 武 英智 千歳 社台ファーム B500－102：04．21� 35．1�
68 ソウルフルハート 牝2鹿 54 川須 栄彦中村 智幸氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 460＋ 62：05．05 183．9
710 ディープギルドン 牡2鹿 55 藤岡 康太深見 敏男氏 本田 優 新ひだか 下屋敷牧場 524＋ 42：05．21� 366．0�
67 アーブルチム 牝2青鹿54 浜中 俊福盛 訓之氏 長谷川浩大 千歳 社台ファーム 452± 02：05．3� 42．9�

（11頭）
11 マイネルイージス 牡2芦 55 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 新冠 ビッグレッドファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 45，397，100円 複勝： 63，053，100円 枠連： 6，410，600円
馬連： 46，073，500円 馬単： 28，797，200円 ワイド： 43，558，300円
3連複： 67，283，600円 3連単： 113，919，600円 計： 414，493，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 140円 � 130円 枠 連（2－8） 560円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 790円

ワ イ ド �� 240円 �� 210円 �� 380円

3 連 複 ��� 620円 3 連 単 ��� 2，170円

票 数

単勝票数 計 453971 的中 � 226964（1番人気）
複勝票数 計 630531 的中 � 321023（1番人気）� 65404（4番人気）� 81368（2番人気）
枠連票数 計 64106 的中 （2－8） 8753（3番人気）
馬連票数 計 460735 的中 �� 56957（3番人気）
馬単票数 計 287972 的中 �� 27257（3番人気）
ワイド票数 計 435583 的中 �� 47515（3番人気）�� 57766（2番人気）�� 25374（6番人気）
3連複票数 計 672836 的中 ��� 81153（2番人気）
3連単票数 計1139196 的中 ��� 38017（5番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―12．4―13．6―12．6―11．8―11．9―12．1―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．4―35．8―49．4―1：02．0―1：13．8―1：25．7―1：37．8―1：49．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F36．2
1
3
7，3－4－5，8－2，11－9－6－12－10・（7，3，4，11）－（2，8）5（12，9）－6－10

2
4
7，3，4，5，8，2，11，9，6，12＝10
11（7，3，2）4（12，5，9）（6，8）＝10

勝馬の
紹 介

フェーングロッテン �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2021．9．5 小倉3着

2019．5．15生 牡2鹿 母 ピクシーホロウ 母母 ラインレジーナ 3戦1勝 賞金 8，900，000円
〔出走取消〕 マイネルイージス号は，疾病〔左前肢フレグモーネ〕のため出走取消。



3100511月6日 晴 良 （3阪神5） 第1日 第5競走 ��1，800�2歳新馬
発走12時30分 （芝・右・外）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：45．6
1：44．5

良
良

55 � エンタングルメント 牝2鹿 54 横山 典弘ゴドルフィン 昆 貢 英 Godolphin 476 ―1：52．2 2．5�
11 レアルタッド 牡2鹿 55 幸 英明吉田 晴哉氏 高橋 康之 安平 追分ファーム 502 ―1：52．3� 5．3�
44 モ ズ ネ ズ コ 牝2鹿 54 藤岡 康太 �キャピタル・システム 松下 武士 浦河 谷川牧場 496 ―1：52．4� 12．7�
88 パ フ ィ リ ア 牡2芦 55 松若 風馬 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 石坂 公一 浦河 栄進牧場 472 ―1：52．61� 16．0�
33 ルールザウイングス 牝2鹿 54 �島 良太 �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム 482 ― 〃 ハナ 71．0	
77 エスピリバイオ 牝2芦 54 武 豊バイオ� 今野 貞一 平取 坂東牧場 486 ― 〃 ハナ 10．0

66 エイシンスポッター 牡2栗 55 浜中 俊平井 克彦氏 吉村 圭司 新ひだか 木田牧場 492 ―1：52．7アタマ 5．1�
89 ラストファンタジー 牝2鹿 54 松山 弘平 �ロードホースクラブ 吉岡 辰弥 新ひだか ケイアイファーム 496 ― 〃 アタマ 7．9�
22 プラウドリネージュ 牝2鹿 54 岩田 望来フィールドレーシング 四位 洋文 日高 日高大洋牧場 438 ―1：52．81 33．3

（9頭）

売 得 金
単勝： 41，958，600円 複勝： 37，998，700円 枠連： 6，011，100円
馬連： 43，300，400円 馬単： 21，941，000円 ワイド： 34，765，900円
3連複： 57，218，000円 3連単： 83，360，300円 計： 326，554，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 160円 � 260円 枠 連（1－5） 940円

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 1，480円

ワ イ ド �� 390円 �� 540円 �� 930円

3 連 複 ��� 2，550円 3 連 単 ��� 8，720円

票 数

単勝票数 計 419586 的中 � 137301（1番人気）
複勝票数 計 379987 的中 � 99729（1番人気）� 58044（3番人気）� 28338（6番人気）
枠連票数 計 60111 的中 （1－5） 4920（3番人気）
馬連票数 計 433004 的中 �� 37447（2番人気）
馬単票数 計 219410 的中 �� 11106（3番人気）
ワイド票数 計 347659 的中 �� 24004（2番人気）�� 16478（6番人気）�� 8997（15番人気）
3連複票数 計 572180 的中 ��� 16772（8番人気）
3連単票数 計 833603 的中 ��� 6929（21番人気）

ハロンタイム 13．5―12．1―12．6―13．6―13．6―13．1―11．3―10．9―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．5―25．6―38．2―51．8―1：05．4―1：18．5―1：29．8―1：40．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F33．7
3 ・（4，5）（1，7）（8，9）3（2，6） 4 ・（4，5，7，9）（1，8，6）（3，2）

勝馬の
紹 介

�エンタングルメント �
�
父 Shamardal �

�
母父 Diktat 初出走

2019．4．24生 牝2鹿 母 Regency Romance 母母 Criquette 1戦1勝 賞金 7，000，000円

3100611月6日 晴 良 （3阪神5） 第1日 第6競走 1，800�2歳新馬
発走13時05分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：50．9
1：50．9

不良
不良

11 テーオードレフォン 牡2栗 55 岩田 望来小笹 公也氏 梅田 智之 日高 Wing Farm 484 ―1：55．8 2．3�
55 ワンダーキサラ 牝2鹿 54 武 豊山本 能成氏 石橋 守 浦河 大島牧場 436 ―1：56．22� 3．7�
79 サ ハ ラ 牡2鹿 55 松山 弘平草間 庸文氏 杉山 晴紀 日高 下河辺牧場 492 ―1：56．51� 10．2�
44 アグネスリュウ 牡2栗 55

52 ▲小沢 大仁渡辺公美子氏 宮本 博 浦河 高昭牧場 526 ― 〃 クビ 20．7�
56 ジューンアマデウス 牡2鹿 55 松若 風馬吉川 潤氏 今野 貞一 浦河 ヒダカフアーム 478 ―1：56．81� 24．5�
68 トーホウテンリュウ 牡2栗 55 藤井勘一郎東豊物産� 石坂 公一 日高 竹島 幸治 484 ―1：57．22� 72．4	

（トーホウドクトゥス）

33 ブルックレット 牝2鹿 54 幸 英明
三嶋牧場 北出 成人 浦河 三嶋牧場 454 ―1：57．3クビ 6．0�
710 ケーリエール 牡2青鹿55 藤岡 康太村上 憲政氏 本田 優 青森 風ノ丘ファーム 500 ―1：58．36 12．5�
811 ジ ロ ロ ー ザ 牝2黒鹿54 城戸 義政岡田 牧雄氏 羽月 友彦 浦河 村下 清志 444 ―1：58．4� 207．0
812 ニホンピロペリー 牡2鹿 55 田中 健小林 英一氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 484 ―1：59．78 31．0�
22 キャンディボイス 牡2鹿 55 川須 栄彦濵田 吉通氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 548 ―2：00．01� 90．7�
67 ア ピ ー ト 牡2鹿 55 森 裕太朗 �京都ホースレーシング 宮本 博 日高 川島 正広 452 ―2：00．42� 107．7�
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売 得 金
単勝： 36，545，700円 複勝： 31，812，200円 枠連： 8，608，800円
馬連： 42，036，400円 馬単： 22，542，400円 ワイド： 34，686，300円
3連複： 61，401，400円 3連単： 84，926，600円 計： 322，559，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 130円 � 190円 枠 連（1－5） 420円

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 800円

ワ イ ド �� 230円 �� 400円 �� 630円

3 連 複 ��� 1，450円 3 連 単 ��� 4，290円

票 数

単勝票数 計 365457 的中 � 127733（1番人気）
複勝票数 計 318122 的中 � 80918（1番人気）� 63258（2番人気）� 32385（4番人気）
枠連票数 計 86088 的中 （1－5） 15776（1番人気）
馬連票数 計 420364 的中 �� 72030（1番人気）
馬単票数 計 225424 的中 �� 20918（1番人気）
ワイド票数 計 346863 的中 �� 44719（1番人気）�� 21432（4番人気）�� 12435（8番人気）
3連複票数 計 614014 的中 ��� 31755（3番人気）
3連単票数 計 849266 的中 ��� 14346（7番人気）

ハロンタイム 13．0―11．3―13．6―13．4―13．3―13．0―12．5―12．5―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．3―37．9―51．3―1：04．6―1：17．6―1：30．1―1：42．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．2―3F38．2
1
3
・（1，5）－9，3，10（7，12）8，2－4－6－11・（1，5）（3，9）（10，8）2（4，12）6（7，11）

2
4
・（1，5）－9，3，10（7，8）（2，12）－4，6－11・（1，5）9，3，8，4（10，12）6，11，2，7

市場取引馬
勝馬の
紹 介

テーオードレフォン �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 ブライアンズタイム 初出走

2019．4．11生 牡2栗 母 エミネントシチー 母母 ヘップバーンシチー 1戦1勝 賞金 7，000，000円



3100711月6日 晴 良 （3阪神5） 第1日 第7競走 1，400�3歳以上1勝クラス
発走13時35分 （ダート・右）

負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

35 レッドブロンクス 牡4黒鹿57 武 豊 �東京ホースレーシング 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 482＋ 41：25．3 4．2�
814 ミッキークイック 牡3青鹿56 池添 謙一野田みづき氏 大久保龍志 浦河 有限会社

吉田ファーム 500－ 41：25．4クビ 6．3�
47 アルメイダミノル 牡3芦 56 横山 典弘吉岡 實氏 北出 成人 洞�湖 レイクヴィラファーム 532＋141：25．5� 5．4�
58 メタモルフォーゼ 牝4鹿 55 藤岡 佑介�ノースヒルズ 渡辺 薫彦 新ひだか 土居牧場 466－ 4 〃 ハナ 82．3�
610 タガノネクステージ 牡3栗 56 幸 英明八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 八木牧場 490－ 41：25．71 9．5�
59 タイセイアーメット 牡3栗 56 松若 風馬田中 成奉氏 浜田多実雄 日高 門別山際牧場 476＋ 81：26．02 205．4	
23 ミッキーマラン 牡6芦 57 酒井 学三木 久史氏 長谷川浩大 浦河 宮内牧場 484－ 51：26．31� 97．8

46 シゲルキンセイ 牡4鹿 57

54 ▲小沢 大仁森中 蕃氏 五十嵐忠男 新冠 カミイスタット B482－ 2 〃 ハナ 30．0�
713 ワンダーイチョウ 牡3鹿 56 長岡 禎仁山本 能成氏 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 488± 01：26．4� 2．7�
34 � メイショウカリスマ 牡4黒鹿57 太宰 啓介松本 和子氏 高橋 亮 青森 諏訪牧場 B530＋14 〃 ハナ 109．6
22 ル ー リ ン グ 牡3鹿 56 松山 弘平�G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム 508＋12 〃 クビ 46．6�
815 グルーヴビート 牡3鹿 56 岩田 望来 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 470－ 2 〃 クビ 22．9�
712� メイショウウグイス 牝5鹿 55 藤岡 康太松本 好雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 482＋101：26．82 242．9�
611 ファクトゥーラ 牝5黒鹿 55

54 ☆泉谷 楓真 �キャロットファーム 吉村 圭司 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B468－ 6 〃 クビ 119．8�

11 ナオミゴゼン 牝3黒鹿54 浜中 俊塩澤 正樹氏 寺島 良 洞�湖 レイクヴィラファーム B486＋ 21：28．8大差 18．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 40，116，300円 複勝： 56，150，600円 枠連： 11，932，200円
馬連： 69，500，200円 馬単： 28，823，700円 ワイド： 58，078，300円
3連複： 105，915，800円 3連単： 115，344，600円 計： 485，861，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 150円 � 250円 � 210円 枠 連（3－8） 1，650円

馬 連 �� 1，820円 馬 単 �� 3，740円

ワ イ ド �� 690円 �� 590円 �� 640円

3 連 複 ��� 3，190円 3 連 単 ��� 19，950円

票 数

単勝票数 計 401163 的中 � 75426（2番人気）
複勝票数 計 561506 的中 � 111842（2番人気）� 51244（5番人気）� 65787（3番人気）
枠連票数 計 119322 的中 （3－8） 5574（7番人気）
馬連票数 計 695002 的中 �� 29579（6番人気）
馬単票数 計 288237 的中 �� 5773（14番人気）
ワイド票数 計 580783 的中 �� 21351（8番人気）�� 25522（5番人気）�� 23350（6番人気）
3連複票数 計1059158 的中 ��� 24830（9番人気）
3連単票数 計1153446 的中 ��� 4190（59番人気）

ハロンタイム 12．1―11．2―12．2―12．3―12．4―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．3―35．5―47．8―1：00．2―1：12．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．8―3F37．5
3 ・（10，12）15，14，7（5，2）1（13，11，9）（6，8）3，4 4 ・（10，12）（15，14）（7，5）2（1，9）11（13，8）6－3－4

勝馬の
紹 介

レッドブロンクス �
�
父 エピファネイア �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．6．2 阪神2着

2017．4．19生 牡4黒鹿 母 レッドソンブレロ 母母 スカーレットレディ 21戦2勝 賞金 37，820，000円
〔その他〕 ナオミゴゼン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ナオミゴゼン号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年12月6日まで出走できない。

3100811月6日 晴 良 （3阪神5） 第1日 第8競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走14時05分 （ダート・右）

負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

45 カネコメノボル �4栗 57 森 裕太朗髙岡 義雄氏 中尾 秀正 新冠 アサヒ牧場 434＋ 41：53．4 4．6�
710 キングダムウイナー 牡4鹿 57 川須 栄彦ライオンレースホース� 田中 克典 安平 ノーザンファーム 496＋ 21：53．82� 101．6�
57 シューラヴァラ 牡3黒鹿55 酒井 学高原 将浩氏 川村 禎彦 新ひだか 千代田牧場 458± 01：54．0� 17．0�
812 テーオーアングル 牡3栗 55 古川 吉洋小笹 公也氏 宮 徹 浦河 バンブー牧場 494＋ 21：54．1� 6．6�
11 シグネチャーセル 牡3鹿 55 松山 弘平前田 葉子氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム B492＋ 61：54．2� 2．3�
68 	 レッドシリウス 牡4青鹿57 藤岡 康太髙野 葉子氏 千田 輝彦 浦河 辻 牧場 540－ 61：54．3アタマ 10．6	
813	 スリーシャーペン 牡4鹿 57 高倉 稜永井商事� 木原 一良 浦河 中神牧場 484＋ 2 〃 クビ 42．0

22 	 ワンダーアマルフィ 牡4鹿 57 長岡 禎仁山本 能成氏 石橋 守 浦河 高昭牧場 492－ 61：54．4クビ 20．7�
44 ハイラブサンケイ 牝3栗 53 幸 英明服部 新平氏 大根田裕之 浦河 
川フアーム 518－ 61：55．03� 26．2�
56 	 メイショウカンキ 牡7鹿 57 太宰 啓介松本 和子氏 渡辺 薫彦 様似 中脇 一幸 472－101：55．31� 255．4
69 ロードトランス 牡3鹿 55 岩田 望来 �ロードホースクラブ 安田 翔伍 新ひだか ケイアイファーム 472－ 2 〃 クビ 7．5�
711� スマートアルケミー 牡5青鹿 57

56 ☆泉谷 楓真大川 徹氏 笹田 和秀 米 Summer
Wind Equine 510＋ 4 〃 ハナ 30．3�

33 メイショウランセツ 牡5栗 57
54 ▲小沢 大仁松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 川越ファーム 460＋101：57．7大差 100．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 38，190，300円 複勝： 55，637，400円 枠連： 10，759，400円
馬連： 59，935，500円 馬単： 27，788，900円 ワイド： 55，773，200円
3連複： 97，756，900円 3連単： 114，112，900円 計： 459，954，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 200円 � 2，250円 � 420円 枠 連（4－7） 4，070円

馬 連 �� 26，630円 馬 単 �� 40，230円

ワ イ ド �� 7，250円 �� 1，240円 �� 18，100円

3 連 複 ��� 84，370円 3 連 単 ��� 459，620円

票 数

単勝票数 計 381903 的中 � 65770（2番人気）
複勝票数 計 556374 的中 � 92685（2番人気）� 5228（12番人気）� 32551（6番人気）
枠連票数 計 107594 的中 （4－7） 2048（15番人気）
馬連票数 計 599355 的中 �� 1744（46番人気）
馬単票数 計 277889 的中 �� 518（81番人気）
ワイド票数 計 557732 的中 �� 1953（45番人気）�� 12051（12番人気）�� 778（64番人気）
3連複票数 計 977569 的中 ��� 869（139番人気）
3連単票数 計1141129 的中 ��� 180（751番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―13．5―12．6―12．7―12．6―12．5―12．6―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．7―37．2―49．8―1：02．5―1：15．1―1：27．6―1：40．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．9―3F38．3
1
3
8，12，13－（2，9）－7（1，11）5（3，4，10）－6・（8，12）13，2（9，1）7，5，11（4，10）－6，3

2
4
8，12，13－（2，9）（1，7）（5，11）（3，4，10）－6
8，12（13，1）2（5，9，7）（4，11）10，6＝3

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カネコメノボル �
�
父 ローズキングダム �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2019．11．3 京都12着

2017．4．22生 �4栗 母 クニコチャン 母母 ク バ タ ー 18戦2勝 賞金 34，670，000円
〔制裁〕 テーオーアングル号の騎手古川吉洋は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。



3100911月6日 晴 良 （3阪神5） 第1日 第9競走 ��2，000�
の せ

能 勢 特 別
発走14時35分 （芝・右）
3歳以上，2勝クラス，2．11．7以降3．10．31まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

66 ホウオウエクレール 牡4鹿 55 藤岡 康太小笹 芳央氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 498＋ 42：00．7 5．6�
55 タイセイモンストル 牡4鹿 55 池添 謙一田中 成奉氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 482－ 22：00．81 10．7�
44 エールブラーヴ 牡4黒鹿54 松若 風馬佐伯由加理氏 橋口 慎介 新冠 中本 隆志 472＋ 42：00．9� 8．2�
77 コスモジェミラ 牝4芦 52 泉谷 楓真 �ビッグレッドファーム 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 458＋ 22：01．0� 32．3�
33 インペリアルフィズ 牡7栗 54 幸 英明 �社台レースホース和田 勇介 千歳 社台ファーム B472－ 8 〃 ハナ 49．4�
89 プレイリードリーム 牡5鹿 54 浜中 俊田所 英子氏 安達 昭夫 日高 天羽牧場 468＋ 22：01．1クビ 10．6	
11 プレイイットサム 牡3芦 55 藤岡 佑介ゴドルフィン 藤岡 健一 日高 広富牧場 516＋102：01．2� 2．5

88 バルトロメウ 牡4鹿 55 岩田 望来谷掛 龍夫氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 476－ 82：01．41� 4．1�
22 イ ベ リ ア 牡6黒鹿53 松山 弘平森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 516＋142：02．35 14．0�
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売 得 金
単勝： 38，388，000円 複勝： 45，433，200円 枠連： 10，515，400円
馬連： 61，120，400円 馬単： 28，357，700円 ワイド： 43，479，700円
3連複： 83，824，900円 3連単： 134，551，900円 計： 445，671，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 180円 � 260円 � 240円 枠 連（5－6） 2，450円

馬 連 �� 2，040円 馬 単 �� 3，920円

ワ イ ド �� 570円 �� 650円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 5，340円 3 連 単 ��� 27，480円

票 数

単勝票数 計 383880 的中 � 54714（3番人気）
複勝票数 計 454332 的中 � 75222（3番人気）� 41889（6番人気）� 47511（4番人気）
枠連票数 計 105154 的中 （5－6） 3316（12番人気）
馬連票数 計 611204 的中 �� 23184（9番人気）
馬単票数 計 283577 的中 �� 5417（17番人気）
ワイド票数 計 434797 的中 �� 19898（7番人気）�� 17445（8番人気）�� 10639（14番人気）
3連複票数 計 838249 的中 ��� 11768（22番人気）
3連単票数 計1345519 的中 ��� 3549（104番人気）

ハロンタイム 12．7―11．7―12．5―12．4―12．1―12．0―11．6―11．4―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．4―36．9―49．3―1：01．4―1：13．4―1：25．0―1：36．4―1：48．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．3―3F35．7
1
3
4－6（1，8）5，2（3，7）－9
4，6（1，5，8）2（7，3）－9

2
4
4，6，1（5，8）－2，7，3－9・（4，6）（1，5，8）3（2，9）7

勝馬の
紹 介

ホウオウエクレール 
�
父 ブラックタイド 

�
母父 パラダイスクリーク デビュー 2019．10．13 京都7着

2017．5．25生 牡4鹿 母 タ マ ヒ カ ル 母母 トーワナゴン 20戦3勝 賞金 56，323，000円
※コスモジェミラ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

3101011月6日 晴 良 （3阪神5） 第1日 第10競走 ��1，200�
あ き

安芸ステークス
発走15時10分 （ダート・右）
3歳以上，3勝クラス，2．11．7以降3．10．31まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．5

重
重

815 ミスズグランドオー 牡3栗 55 松山 弘平永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B488± 01：11．0 2．9�
23 ゼンノアンジュ 牝3鹿 53 岩田 望来大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 川島牧場 494＋ 21：11．42� 5．0�
48 ニシノホライゾン 牡4鹿 54 松田 大作西山 茂行氏 的場 均 新ひだか 藤巻 則弘 500－161：11．61� 27．9�
510 ワイドカント 牡4栗 54 松若 風馬幅田 京子氏 西園 正都 青森 風ノ丘ファーム 514＋ 21：11．91� 14．4�
12 ゴッドバンブルビー 牝5栗 53 藤岡 佑介中西 憲治氏 飯田 祐史 新冠 森永 聡 466± 0 〃 アタマ 6．2�
59 サンライズセナ 牡6栗 53 �島 良太松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 B486－ 6 〃 ハナ 143．1�
714 コンセッションズ 牝6栗 51 高倉 稜 	ニッシンホール

ディングス 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 458± 01：12．21� 179．1

816 メイショウラビエ 牝6鹿 52 川須 栄彦松本 好雄氏 池添 兼雄 新ひだか 三石川上牧場 498＋ 21：12．3� 54．7�
36 シャドウハンター 牡5栗 55 秋山真一郎飯塚 知一氏 藤岡 健一 新ひだか ヒサイファーム 544＋16 〃 アタマ 33．5�
612 タガノプレトリア 牡6鹿 55 太宰 啓介八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 476－ 2 〃 アタマ 24．1
47 テルモードーサ 牝5鹿 53 酒井 学吉田 勝己氏 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 546＋101：12．4� 30．7�
24 	 ラホーヤノキセキ 牡7青鹿56 小沢 大仁 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 500± 01：12．6� 11．3�
713 スカーレットスカイ 牝3栗 53 浜中 俊ゴドルフィン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 474＋ 2 〃 クビ 8．8�
35 ゴールドラグーン 牡5栗 54 幸 英明吉田 晴哉氏 斉藤 崇史 安平 追分ファーム 508＋ 41：12．81� 26．8�
611 モズレジーナ 牝5鹿 52 藤岡 康太 	キャピタル・システム 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 452＋ 21：12．9� 14．3�

（15頭）
11 フォレブルート 牝5鹿 53 池添 謙一林 正道氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 452± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 57，858，600円 複勝： 81，515，000円 枠連： 29，791，800円
馬連： 118，096，700円 馬単： 43，983，000円 ワイド： 95，444，300円
3連複： 176，622，800円 3連単： 180，644，800円 計： 783，957，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 200円 � 590円 枠 連（2－8） 500円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 1，560円

ワ イ ド �� 480円 �� 1，910円 �� 1，990円

3 連 複 ��� 12，680円 3 連 単 ��� 43，930円

票 数

単勝票数 差引計 578586（返還計 20915） 的中 � 159479（1番人気）
複勝票数 差引計 815150（返還計 28541） 的中 � 187519（1番人気）� 103278（3番人気）� 26053（9番人気）
枠連票数 差引計 297918（返還計 3598） 的中 （2－8） 45975（1番人気）
馬連票数 差引計1180967（返還計156184） 的中 �� 94454（1番人気）
馬単票数 差引計 439830（返還計 55158） 的中 �� 21042（2番人気）
ワイド票数 差引計 954443（返還計 98973） 的中 �� 55550（2番人気）�� 12300（22番人気）�� 11757（24番人気）
3連複票数 差引計1766228（返還計383233） 的中 ��� 10440（38番人気）
3連単票数 差引計1806448（返還計391353） 的中 ��� 2981（100番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．6―12．2―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．8―34．4―46．6―58．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．2―3F36．6
3 ・（7，15）13－5，6（4，3）－（11，10，12）（8，14）2－16，9 4 ・（7，15）（13，5）（4，6）（10，3）11（2，8，12）（16，14，9）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミスズグランドオー �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2020．7．4 福島1着

2018．4．1生 牡3栗 母 スズカシャンティー 母母 テレサザティーチャ 10戦4勝 賞金 67，091，000円
〔競走除外〕 フォレブルート号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 クリノサンレオ号・デピュティプライム号



3101111月6日 曇 良 （3阪神5） 第1日 第11競走 ��
��1，400�第26回KBS京都賞ファンタジーステークス（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右）
牝，2歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量

KBS京都賞（1着）
賞 品

本 賞 29，000，000円 12，000，000円 7，300，000円 4，400，000円 2，900，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．1
1：20．1

良
良

55 ウォーターナビレラ 牝2青鹿54 武 豊山岡 正人氏 武 幸四郎 浦河 伏木田牧場 472＋ 21：21．1 3．8�
22 ナムラクレア 牝2青鹿54 浜中 俊奈村 睦弘氏 長谷川浩大 浦河 谷川牧場 460＋ 21：21．2� 2．5�
89 マ マ コ チ ャ 牝2鹿 54 藤岡 佑介金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 468± 01：21．51� 4．4�
810 ホワイトターフ 牝2芦 54 藤岡 康太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 新谷 功一 新ひだか 岡田スタツド 434＋ 41：22．13� 87．9�
66 ア ネ ゴ ハ ダ 牝2青鹿54 幸 英明岡 浩二氏 佐々木晶三 新ひだか 株式会社 サ

ンデーヒルズ 440－ 6 〃 ハナ 18．9�
44 オ ル コ ス 牝2鹿 54 池添 謙一ライオンレースホース� 加藤士津八 安平 ノーザンファーム 434＋ 41：22．31 14．3	
78 スリーパーダ 牝2栗 54 岩田 望来 
キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 404± 0 〃 クビ 9．5�
33 ナムラデイリリー 牝2黒鹿54 泉谷 楓真奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 浦河 桑田 正己 460－ 21：22．51	 48．6�
11 ヴィルチュオーズ 牝2黒鹿54 松田 大作
桑田牧場 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 418－ 21：23．13� 30．3
77 スマートプレジール 牝2鹿 54 松山 弘平大川 徹氏 浅見 秀一 新ひだか 静内山田牧場 484－ 81：23．84 39．1�
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売 得 金
単勝： 190，442，000円 複勝： 162，732，200円 枠連： 42，844，200円
馬連： 345，001，000円 馬単： 150，152，500円 ワイド： 216，136，400円
3連複： 522，332，000円 3連単： 816，592，900円 計： 2，446，233，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 130円 � 110円 � 130円 枠 連（2－5） 440円

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 920円

ワ イ ド �� 190円 �� 270円 �� 190円

3 連 複 ��� 530円 3 連 単 ��� 2，670円

票 数

単勝票数 計1904420 的中 � 412404（2番人気）
複勝票数 計1627322 的中 � 312795（2番人気）� 423873（1番人気）� 288161（3番人気）
枠連票数 計 428442 的中 （2－5） 74133（1番人気）
馬連票数 計3450010 的中 �� 585467（1番人気）
馬単票数 計1501525 的中 �� 121782（2番人気）
ワイド票数 計2161364 的中 �� 290685（2番人気）�� 181451（3番人気）�� 310976（1番人気）
3連複票数 計5223320 的中 ��� 727203（1番人気）
3連単票数 計8165929 的中 ��� 221476（2番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．1―11．5―11．5―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―34．4―45．9―57．4―1：09．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F35．2
3 3－5，7（1，2，9）6（4，8）10 4 3－5，2（1，7，9）（4，6，8）10

勝馬の
紹 介

ウォーターナビレラ �
�
父 シルバーステート �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2021．8．21 札幌1着

2019．5．27生 牝2青鹿 母 シャイニングサヤカ 母母 シンセイアカリ 3戦3勝 賞金 46，646，000円

3101211月6日 曇 良 （3阪神5） 第1日 第12競走 ��1，200�3歳以上2勝クラス
発走16時25分 （ダート・右）

負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．5

重
重

816 アーマーバローズ 牡4鹿 57 池添 謙一猪熊 広次氏 上村 洋行 日高 春木ファーム 492－ 81：12．1 14．5�
47 ペプチドサンライズ 牡3鹿 56 古川 吉洋沼川 一彦氏 木原 一良 日高 ファーミングヤナキタ 450－ 41：12．31 6．4�
714 ヴァガボンド 牡3栗 56 岩田 望来 �カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 浦河 杵臼斉藤牧場 472－ 21：12．51� 4．3�
612� エスケーアタランタ 牝5黒鹿55 酒井 学菅藤 宗一氏 木原 一良 森 笹川大晃牧場 466± 0 〃 ハナ 50．5�
11 � ジョウショーモード 牡3栗 56 国分 優作熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 五丸農場 494－ 2 〃 クビ 20．5�
713 コ ウ バ コ 牝3栗 54 藤岡 佑介�LEVEL－K 北出 成人 新冠 長浜 秀昭 480± 01：12．6クビ 29．8	
23 モズピンポン 牡4栗 57

53 ★古川 奈穂 �キャピタル・システム 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 514－ 61：12．7� 8．4

48 ジ オ ラ マ 牡8栗 57 幸 英明�G1レーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 530± 0 〃 クビ 18．2�
35 アッティーヴォ 牡7栗 57 秋山真一郎奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 大典牧場 454－ 41：12．8アタマ 40．6�
611 パ ド カ ト ル 牡5鹿 57 小崎 綾也今村 明浩氏 野中 賢二 新ひだか 山際牧場 478－ 21：13．01� 18．4
59 � クリノカサット 牝6栗 55 森 裕太朗栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 486＋141：13．64 215．4�
36 パルディエス 	4鹿 57

54 ▲小沢 大仁吉田 照哉氏 田中 博康 千歳 社台ファーム B464－ 41：13．7クビ 131．2�
12 ビートマジック 	5黒鹿57 藤岡 康太岡田 牧雄氏 小林 真也 新ひだか 大典牧場 478－ 2 〃 クビ 50．5�
24 ショウゲッコウ 牝4鹿 55 荻野 極 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 杉山 佳明 浦河 ヒダカフアーム 464＋ 21：13．91� 7．0�
510 カモントゥミー 牡4鹿 57 松山 弘平薪浦 亨氏 牧田 和弥 新ひだか 北洋牧場 500－ 41：14．0� 9．9�
815 キモンブラウン 牝3栗 54 嶋田 純次小林 祥晃氏 手塚 貴久 新冠 ヤマタケ牧場 B456＋ 41：14．1クビ 5．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 84，440，900円 複勝： 133，470，400円 枠連： 41，370，200円
馬連： 167，675，800円 馬単： 61，220，800円 ワイド： 152，297，000円
3連複： 279，929，200円 3連単： 271，796，700円 計： 1，192，201，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，450円 複 勝 � 380円 � 220円 � 190円 枠 連（4－8） 930円

馬 連 �� 5，590円 馬 単 �� 12，540円

ワ イ ド �� 1，970円 �� 1，450円 �� 630円

3 連 複 ��� 9，060円 3 連 単 ��� 72，980円

票 数

単勝票数 計 844409 的中 � 46581（7番人気）
複勝票数 計1334704 的中 � 77226（8番人気）� 166210（3番人気）� 204994（1番人気）
枠連票数 計 413702 的中 （4－8） 34417（4番人気）
馬連票数 計1676758 的中 �� 23226（22番人気）
馬単票数 計 612208 的中 �� 3660（49番人気）
ワイド票数 計1522970 的中 �� 19250（23番人気）�� 26385（14番人気）�� 65941（3番人気）
3連複票数 計2799292 的中 ��� 23170（22番人気）
3連単票数 計2717967 的中 ��� 2700（227番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―12．0―11．8―11．9―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．5―35．5―47．3―59．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．6―3F36．6
3 ・（14，16）（10，15）（7，12）（4，11）（5，9）（6，8）（3，13）2，1 4 ・（14，16）（15，12）10（7，11）9（4，5，8）13（6，3，2）1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アーマーバローズ �
�
父 カレンブラックヒル �

�
母父 クリプティックラスカル デビュー 2019．6．15 函館2着

2017．5．11生 牡4鹿 母 ノアウイニング 母母 カチウマキャシー 13戦3勝 賞金 39，510，000円



（3阪神5）第1日 11月6日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 149頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

234，060，000円
5，570，000円
30，750，000円
1，420，000円
27，280，000円
65，476，000円
4，267，500円
1，430，400円

勝馬投票券売得金
686，421，900円
949，243，000円
194，797，300円
1，093，461，900円
502，353，200円
860，697，700円
1，670，421，900円
2，246，338，600円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 8，203，735，500円

総入場人員 3，739名 （有料入場人員 3，533名）3, 497名）3, 703名
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